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コンディションモニタリング
全メリット一覧
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たんなる機械データ収集 
以上のことが可能

VIBSCANNER® 2

VIBXPERT® II

SONOCHEK®

VIBGUARD® IIoT

OMNITREND® Center

OMNITREND® Asset View

メリットを生み出す要素：

 �早期に損傷を検出
 �修理作業の計画を最適化
 �機械のアベイラビリティの向上
 �交換部品保管コストの削減
 �予期しない生産ロスを防止 

作業員と装置の保護： 

 �二次損傷を防止
 �故障と事故のリスクを最小化 

環境保護：

 �耐用年数の向上
 �電力消費の削減 



コンディションモニタリングの仕
組み

54

秘訣は予知メンテナンスにあり

予知メンテナンスはセンサーや強力ソフトウェアを使って機械やシステムのコンディショ
ンを継続的にモニタリングします。データトレンドに大きな変化があると、すぐにアクショ
ンが実行されます。反応メンテナンスとは対照的に、予知メンテナンスでは将来を見越し
て装置のダウンタイムを計画でき、中断を最小限に抑え、リソースを温存します。

反応するのではなく、先に行動を！ 

コンディションモニタリングを使
わなかった場合

 �  強い振動、加熱、ノイズ
 �ローターのバランス不良
 �  ベアリング損傷と故障
 �ギアやベアリングなどのコンポーネント
の早期摩耗

 �生産ロスや予期しないダウンタイム

コンディションモニタリングを使
った場合

 �  機械の問題の早期検出
 �故障の原因を解消
 �振動と加熱を削減
 �機械のアベイラビリティとシステム安
全性の向上

 �運転コストおよびメンテナンスコスト
の削減

高い非効率性 最大のパフォーマンス

機械の停止
メンテナンスが予定されている
交換部品の注文中
製造実行システムにおける生産
のスケジュール変更

アクションが作動

電力消費の増加振動 温度上昇 ノイズ

コスト

コンポーネ
ントの故障

予知解析が損
傷を検出



インダストリー 4.0における 
コンディションモニタリング
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「IIoT」 に対応したプルーフテクニック

「産業分野におけるモノのインターネット」、略してIIoTは現在、そして未来のメンテナ
ンスのあり方を大きく変えます。プルーフテクニックは未来のソリューションへ対応済
みです。 

IIoTではセンサーが機械の挙動を制御し、影響を及ぼすので、しばしば人間による干
渉が不要になります。対象機器制御は外部サーバー、すなわちクラウドに保存され、セ
ンサーの測定データに接続されます。インテリジェントソフトウェアにより、対象機器
の最適化が可能になり、センサーデータに基づいて最大の生産性を実現します。同時
に、機械のデータはインターネットを通じていつでも世界のどこからでも呼び出すこと
ができます。
 

 �  データがグローバルに利用可能
 �データ転送量を削減
 �機械の効率性を最適化



プルーフテクニックIIoTソリューシ
ョン

76

測定データがいつでも世界のどこでも利用できるように

当社の実証済みコンディションモニタリングシステムの新しいMQTTインターフェース
により、すべての機械データがOMNITREND® Asset Viewソフトウェアによって、実際に
リアルタイムで呼び出せるようになりました。

データはインターネットでMQTTプロトコルを使ってクラウドまたはオンラインサーバ
ーに転送され、現在のデータが世界のどこからでも利用できるようになります。利点：
巨大なデータプールを送信する必要がありません。手軽で小さなデータパケットで十
分です。

 �すべてのVIBGUARD®オンラインコンディションモニタリングシステムで利用可能
 �モバイルハイスピードデータコレクタVIBSCANNER® 2で利用可能 
 �すでに使用中のすべてのVIBGUARD®システム用にMQTTカーネルのアップデート
が可能

 � OMNITREND® Asset Viewは直感的な交通信号カラーシステムを採用
 �リアルタイムデータおよびトレンドが世界中でアクセス可能

グローバルな機械のネットワーク化

1日24時間年中無休で機械データが利用可能

MQTTを使って測定データをIIoTに送信

OMNITREND® Asset Viewで測定データをリアルタイム表示



 
プロ向けのバイブレーションアナ
ライザー
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VIBXPERT® II (ビブエキスパート２）
比類ないパワーと性能

 �汎用性
 �ルートベースのデータ取得、振動診断、1面および2面のフィールドバ
ランス、機械テンプレートによる受け入れ測定、トラブルシューティン
グ
 �共振調査、起動、惰行カーブ、衝撃試験などパワフルな振動解析
 �高い測定精度と頑丈な工業向け設計

プルーフテクニックのVIBXPERT® IIは機械コンディションの高速で信頼性
の高い記録と解析を行うためのモバイルパワーパッケージです。非常に
短い測定時間で、現在の機械のステータスのデータがすぐ表示されます。
メンテナンス専門家が現場でデータを解析できます。記録した機械コンデ
ィションデータから、正確な機械コンディション解析に重要なすべての値
が読み取れます。

標準機械装備の機械ホールからオイルタンカーのディーゼル発動機ま
で、あるいはバケットホイール掘削機から水力発電タービンまで、現場の
機械に直接、VIBXPERT® IIを使用します。アプリケーションに制限はありま
せん。

 �モバイルの産業機械と対象機器モニタリングのスタンダード
 �現場でのデータ解析 
 � OMNITREND® Centerソフトウェアに対応
 �あらゆる産業セクターおよび分野で使用可能
 �最も厳しい条件にも対応する頑丈な工業向け設計
 �特許取得済みVIBCODE®システムで自動測定点検出



ハイスピードデータコレクタ
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VIBSCANNER® 2（ビブスキャナー2） 
わずか数秒で測定を完了

 �すばやい – 測定時間が業界標準に比べて最高で4分の1まで短縮
 �簡単 – グラフィックユーザーインターフェースのおかげで直感的な操
作

 �オールインワン – ボタン1つ押すだけでデータを一括収集

トレーニングを受けていないオペレーターでも回転装置の機械振動を簡
単で効率的に測定するのに使用できる独特の測定デバイス。未来志向の
測定原理、3軸センサーを使った3軸にわたるデータ取得のおかげで、関
連するすべてのコンディション情報がボタン1つで記録され、その記録の
スピードは新しい可能性を開きます。VIBSCANNER® 2が画期的なのは、測
定スピードと精度面だけではありません。その頑丈さと直感的な操作コン
セプトによっても画期的です。

 � 3軸測定を使った最高速振動データコレクタ
 �直感的なユーザーインターフェース と便利なルートガイダンス
 �わかりやすいデータ通信
 �最高のデータ品質で最大の時間節約

TM

BEST OF
2018

INNOVATIONSPREIS-IT

mittelstand

BEST OF 2018

INDUSTRIE & LOGISTIK

Winner



VIBXPERT® II Balancer（ビブエキスパート2バラ
ンサー）
プロ仕様のフィールドバランス

VIBXPERT® II Balancerを使うと、ローターのような回転コンポ
ーネントのアンバランスを検出し、取り除くことができます。 

 � 1面または2面のバランス調整が可能
 �様々な運転モードで最適の結果を実現
 �振動解析のアップグレードは別売

VIBSCANNER® Ex（ビブスキャナーEx）
爆発の可能性のあるエリアでの安全なデータ収集

VIBSCANNER® Exを使うと、爆発の可能性のある環境でのデ
ータ取得と振動解析が安全になります。

 � ATEX Zone 1認定
 �ジョイスティックを使った直感的な片手操作
 �振動、回転速度、温度測定用内蔵防爆センサー
 �振動解析：FFTスペクトル、時間信号解析と 
記録

 �耐衝撃、防水ハウジング (IP65)
 �測定点自動認識機能付きのVIBCODEトランスデューサ
と互換

VIBXPERT® Ex（ビブエキスパートEx）
爆発の可能性のあるエリアでの最も強力なバイブレーショ
ンアナライザー

VIBXPERT® Exは爆発の可能性のある環境での使用向け、防
爆機能付きの強力なシグナルアナライザーです。 
 

 � ATEX Zone 1認定
 �直感的なジョイスティック操作（左利き・右利き兼用）

 �「トレンドスペクトル」による素早いデータ取得
 �頑丈なアルミニウム製ハウジング
 � VIBCODE®センサーに対応
 �さらに解析を行える機械プロテクションシステムへのイ
ンターフェース

モバイルデバイス
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VIBGUARD® IIoT（ビブガードIIoT）
6、16、20チャンネルでオンラインモニタリング

VIBGUARD®には、並行して同時にサンプリングできる6、16
または20個の測定チャンネルがあります。これにより、最も
複雑なシステムでも連続的に監視し、予期しないダウンタイ
ムから守ることができます。VIBGUARD® IIoTは自動作動し、
測定タスクを自動的に実行します。 

 � MQTTインターフェースがインダストリー4.0環境にシー
ムレスに統合されています 

 �標準的な機械から複雑で高度にダイナミックな運転シ
ステムまでのモニタリングに最適

 �時間波形、特性オーバーオール値、FFTスペクトル、移行
シャフト軌道、トルクを測定

 �アンバランス、アライメントエラー、ギア歯のエラー、ベ
アリングの損傷を的確にモニタリング

 � 6、16、20アナログ測定チャンネルで利用可能 
 

VIBRONET® Signalmaster（バイブロネットシグ
ナルマスター）
大型機械のモニタリング

最大162個の測定点を設置し、全生産エリアをモニタリング
に含めることができます。基本ユニットとセンサー間の距離
は決定的な役割を演じませんVIBRONET® Signalmasterは大
型機械や大規模システム向けで最も効率が高く、コスト効果
のすぐれたモニタリングシステムの一つです。

 � ATEXゾーンで最大120個の防爆機能付き振動センサー
が可能

 �信号はフィールドマルチプレクサによって1本に合成 
 

オンラインシステム 
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OMNITREND® Center(オムニトレンドセンタ
ー）
すべてのモニタリングデータの解析とレポート

OMNITREND® Centerはプルーフテクニックの振動測定デバ
イスとオンラインコンディションモニタリングシステム用の
中央ソフトウェアです。わかりやすい測定設定、中央データ
管理、すっきりした構造のアーカイブ化、強力な分析、レポー
ト機能。OMNITREND® Centerは、使いやすい直感的なソフ
トウェアプラットフォームから期待できるすべての機能が使
え、トレーニング時間を大幅に減らすことができます。

 �モニタリングしている機械と装置のステータス表示 
 �発見内容と作業、測定結果へのリンクが付いたHTML形
式のインタラクティブなレポート機能 

 �様々な異なる測定値の依存関係比較用ツール（X/Yプロ
ット、3Dウォーターフォールチャート） 
 �機械トレインの手動セットアップと設定ができる直感的
なグラフィックインターフェース

 �インテリジェントな検索フィルターを使用して大型機械
の簡単なナビゲーション 

 �サーバークライアントアーキテクチャ：分散型ネットワ
ークと 
クラウドベースのソリューションに理想的

OMNITREND® Asset View（オムトレンドアセッ
トビュー）
機械データを視覚化するIIoTソリューション

OMNITREND® Asset Viewは現在の機械コンディションデー
タを表示するためのサーバーベースのソフトウェアです。直
感的ですっきりした構造のデザイン – あらゆるマネージャ
ーとシステムオペレーターに理想的です。

 �インターネットにより機械ステータスのリアルタイムク
エリ 

 �現在の機械ステータスを交通信号カラーで即座に表示
 � MQTTデータインターフェースを使って世界中でデータ
アクセス

 �アラーム値を超えると表示されます
 �トレンドデータの視覚化
 �インターネット接続のあるすべてのPC、スマートフォン、
タブレットで動作
 � VIBGUARD® IIoT、VIBGUARD® compact、VIBGUARD® 
portable、VIBRONET® Signalmaster、VIBSCANNER®2と互
換性をもちます

ソフトウェア
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VIBREX®（バイブレックス）
可変振動とベアリングの監視

VIBREX®はコスト効果が高く、設置の簡単な機械保護モジュ
ールです。VIBREXのモジュール式設計により、機械振動やお
使いの機械のベアリング状態を1チャンネルまたは2チャン
ネルで監視できます。振動監視はDIN ISO 10816に従って実
行されます。

 �リレー出力による電源のスイッチオフ機能
 �アラーム値を超えると、カラーのLEDで表示されます
 �機械制御に直接アラーム値の出力が可能 
 �機械のスイッチオフ機能を含む機械プロテクションシス
テム

 �機械制御またはプロセス制御システム向けに4-20 mA
のアナログ信号出力

VIBROTECTOR®（バイブロテクター）
ISOに基づき、アナログ信号として振動測定

VIBROTECTOR®は常に動作し続けている機械が不規則な振
動をするのを防ぐための、おそらく最もシンプルで最もコス
ト効果の高いソリューションです。振動送信機は広帯域の特
性値（4-20mAの電流レベルで）を、接続しているプロセスコ
ントローラーに直接送信します。 

 � DIN ISO 10816-3 または 7に基づきアラームを超過する
と、制御システムにデータが送信されます
 �過剰な振動値の場合はプロセス制御

        に介入
 �過負荷防止のため制御システムにより自動的に機械の
シャットダウン 

機械保護

1312



SONOCHEK®（ソノチェック）
超音波を使った漏れ検出と固体伝播音試験

新しいSONOCHECK®超音波試験デバイスを使うと、高圧ラ
イン（主として圧縮空気）で特殊な漏れの位置を特定し、同
時に全損失量を評価できます。20～100 kHzの極端に広い
帯域では、あらゆる産業用圧縮ガスラインのほとんどすべて
の漏れが長距離からも追跡でき、評価できます。

漏れを探し、見つけ出し、評価します！

 �漏れの位置特定
 �部分放電テスト
 �凝縮物分離器テスト
 �固体伝播音を通じたベアリング潤滑コンディション

3つの空気伝播音および固体伝播音高性能センサーとその
他のアクセサリが漏れの位置発見をサポートし、回転機械
部品の超音波周波数を記録します。

超音波
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振動センサーとアクセサリ
メイド・イン・ジャーマニーのセンサー

プルーフテクニックはすべてのデバイスとアプリケーション
に最適なセンサーを供給しています。Tandem-Piezo設計に
より、当社のセンサーはターボ機械、ギアボックス、ローラ
ーベアリング、ポンプキャビテーションに最適です。

 �加速度計：標準センサー、狭いスペース向けの小型セ
ンサー、組み合わせセンサー、3軸センサー、低周波数
測定用センサー

 �近接センサー
 �自動測定点検出のVIBCODE®センサー
 � RPMセンサー、キーフェーザー
 �温度センサー
 �爆発の可能性のあるエリア向けもお求めになれます
 �センサーアクセサリ：アダプター、ツール、ケーブル、イ
ンターフェースその他

WEARSCANNER®（ウェアスキャナー）
強力なオンラインオイル粒子カウンター

WEARSCANNER®はフェライト系、非フェライト系粒子を識別
し、ギアかみ合いやローラーベアリングの進行性の損傷を
早期に検出するのに理想的です。

 �サイズに応じた粒子分類
 �特許取得済み渦電流原理
 �オイル温度、流量、粘度、空気含有率、含水率、オイルの
色（黒ずみ）に関係なく機能

センサー
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プルーフテクニックは世界中で
メンテナンスの完璧なソリュー
ションを提供しています。

機械とシャフトアライメント

機械とシステムモニタリング
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PRUFTECHNIK 
Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany
Tel.: +49 89 99616-0
Fax: +49 89 99616-200

A member of the PRUFTECHNIK group

実績のクオリティー

メイド・イン・ジャーマニー

グローバル プレゼンス

専門的なサポート

高品質のサービス

www.pruftechnik.com


